News Release
平成２５年５月３０日

消費者安全法の重大事故等に係る公表について
消費者安全法に基づき、平成２５年５月２０日から平成２５年５月２６日ま
でに関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者事故等として通知され
た事案は５６件、うち重大事故等として通知された事案は２８件でした。
概要について、以下のとおり公表します。
１. 消費者事故等として通知された事案（５６件）
（１）関係行政機関より５２件（食品－１４件、製品－３２件、運輸－１件、
役務－１件、その他－４件）
（２）地方公共団体等より４件（食品－３件、製品－１件）
（３）消費者安全調査委員会（消費者庁）より０件

２．重大事故等として通知された事案（２８件）
（１）関係行政機関（２７件）
●経済産業省に報告のあった製品事故情報（３件）
●国土交通省に報告のあった運輸事故情報（１件）
●警察庁に報告のあった製品事故情報（２件）
●総務省消防庁に報告のあった製品事故情報（２１件）
（２）地方公共団体等（１件）
●製品による事故情報（１件）
注：
（１）及び（２）の事案については、被害拡大のおそれがあり得ると考え
られることから、通知元等に対して対応状況を確認し、その結果を踏ま
え、今後の対応を検討する予定。
（３）消費者安全調査委員会（消費者庁）（０件）

３．特記事項
（１）２口ガス栓について（注意喚起）

５月１６日、５月２２日に２口ヒューズガス栓の不使用側（ガス機器に接
続されていない側）を誤って開放したことにより、漏えいしたガスにガスこ
んろの火が引火したものと推定される火災事故が発生しました。（管理番号:
D2130521-01、D2130523-01）
つきましては、以下の点に注意してください。
ア．ガス機器に接続されていないガス栓を誤って開かないよう、ガス栓を
開く際には、十分注意してください。また、使用していないガス栓には、
誤開放防止の閉栓カバーを取り付けることを強くお勧めします。なお、
取り付けは確実に行ってください。
〔参考〕
経済産業省商務流通保安グループ保安課ガス安全室から、閉栓カバーの
取り付けについてのチラシが紹介されています。
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/files/gokaihou.pdf

イ．ガスの臭いを感じたら、下記の注意を守り、直ちに緊急連絡先（ガス
事業者等）へ連絡してください。ガスは本来においがありませんが、ガス
が漏れた時にすぐに気付くように、付臭してあります。
・ 使用中の火気は全部消してください。
・ 火気は絶対に使用しないでください。
・ 着火源となる換気扇、電灯等のスイッチに絶対手を触れないでくださ
い。
・ 窓や戸を大きく開けましょう。
・ ガス栓やメーターガス栓を閉めましょう。
ウ．ガス漏れの発生を素早く認知するには、ガス漏れ警報器の設置が効果
的です。なお、ガス漏れ警報器は、常に電源コンセントに接続してお
いてください。
（２）別紙「関係行政機関及び地方公共団体等からの通知」備考欄に記載され
たリコール情報については、詳細を「消費者庁リコール情報サイト」で確認
することができます。
以下のホームページアドレスから、アクセスしてご利用ください。

「消費者庁リコール情報サイト」ホームページアドレス
ＰＣ http://www.recall.go.jp/
携帯 http://www.recall.go.jp/m/

４．留意事項
これらは、消費者安全法第１２条第１項又は第２項及び第２９条第１項又
は第２項の規定に基づく通知内容の概要であり、現時点において、調査等に
より事実関係が確認されたものではなく、消費者庁として事故原因等を確定
したものではありません。
本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調
査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

関係行政機関及び地方自治体等からの通知に関する問合せ
消費者庁消費者安全課 菊地 紋谷 岸
TEL : 03(3507)9263

FAX : 03(3507)9290

消費者安全調査委員会（消費者庁）からの通知に関する問合せ
事故調査室 青山 狩野
TEL : 03(3507)9268

保足
FAX : 03(3507)9284

別紙

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知
■関係行政機関からの通知
管理番号

事故発生日

通知受理日

製品名等

被害状況等

事故内容

事故発生
都道府県

E3130520-01 平成25年4月19日

平成25年5月20日

運輸サービス（自家用有
償旅客運送自動車）

重傷1名
軽傷1名

当該自家用有償旅客運送自動車がカーブを曲がり
きれず、道路脇の空き地に転落し、介護を要する乗
客1名が胸椎圧迫骨折の重傷、付添人1名が軽傷。

富山県

G1130520-05 平成25年5月17日

平成25年5月20日

軽自動車

火災

当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含
め、現在、原因を調査中。

滋賀県

G1130520-10 平成25年5月19日

平成25年5月20日

軽自動車

火災

当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含
め、現在、原因を調査中。

鹿児島県

群馬県

新潟県

D2130521-01 平成25年5月16日

平成25年5月21日

2口ヒューズガス栓
（製造者、型式：不明）

火災

集合住宅で、2口ヒューズガス栓の未使用側から漏
えいしたガスに引火し、ガス栓の開閉ツマミのプラス
チックを溶かす事故が発生した。原因は、消費者が
誤って開けた未使用ガス栓からガスが漏れて引火
したものと推定されるが、詳細調査中。

G1130521-06 平成25年5月20日

平成25年5月21日

電気温風機（セラミックファ
火災
ンヒーター）

当該電気温風機（セラミックファンヒーター）を焼損す
る火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査
中。

備考

平成25年5月22日
に経済産業省商務
流通保安グループ
にて公表済
本文３．特記事項
（１）に注意喚起を
記載

管理番号

事故発生日

通知受理日

製品名等

被害状況等

事故内容

事故発生
都道府県

G1130521-08 平成25年5月9日

平成25年5月21日

電気冷蔵庫

火災

当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も
含め、現在、原因を調査中。

神奈川県

G1130521-09 平成25年5月4日

平成25年5月21日

普通乗用自動車

火災

当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火
源も含め、現在、原因を調査中。

大阪府

G1130521-10 平成25年5月18日

平成25年5月21日

食器洗い乾燥機

火災

当該食器洗い乾燥機を焼損する火災が発生。発火
源も含め、現在、原因を調査中。

神奈川県

G1130521-13 平成25年4月27日

平成25年5月21日

普通乗用自動車

火災

当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損
する火災が発生。現在、原因を調査中。

山口県

G1130521-14 平成25年5月20日

平成25年5月21日

普通乗用自動車

火災

当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火
源も含め、現在、原因を調査中。

大阪府

火災

当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生し
た。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査
中。

G1130521-15 平成25年5月14日

平成25年5月21日

IH調理器

広島県

備考

平成25年5月28日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

管理番号

事故発生日

G1130521-19 平成25年4月15日

通知受理日

平成25年5月21日

製品名等

液晶テレビ

被害状況等

事故内容

事故発生
都道府県

備考

静岡県

平成25年5月8日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

平成25年5月24日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済
平成14年10月24
日からリコールを
実施（本文３．特記
事項（２）を参照）

火災

建物を全焼する火災が発生し、現場に当該液晶テ
レビがあった。当該製品から出火したのか、他の要
因かも含め、現在、原因を調査中。

長野県

神奈川県

G1130522-04 平成25年5月18日

平成25年5月22日

石油給湯機付ふろがま
（OTQ-302SA：株式会社
ノーリツ）

火災

当該石油給湯機付ふろがまを使用中、異音に気付
き確認すると、当該製品から出火する火災が発生し
ており、当該製品を焼損した。
事故原因は、現在、調査中であるが、電磁ポンプの
制御弁に使用されているＯリング（パッキン）が劣化
して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生したこと
から、漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと考
えられる。

G1130522-05 平成25年5月19日

平成25年5月22日

照明器具

火災

当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含
め、現在、原因を調査中。

千葉県

山口県

G1130522-07 平成25年5月17日

平成25年5月22日

テーブルタップ

火災

当該テーブルタップに複数の電気製品を接続して使
用したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が
発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因
を調査中。

G1130522-09 平成25年5月18日

平成25年5月22日

軽自動車

火災

当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含
め、現在、原因を調査中。

平成25年5月24日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

管理番号

事故発生日

通知受理日

製品名等

被害状況等

事故内容

事故発生
都道府県

備考

茨城県

平成25年5月24日
に経済産業省商務
流通保安グループ
にて公表済
本文３．特記事項
（１）に注意喚起を
記載

栃木県

D2130523-01 平成25年5月22日

平成25年5月23日

2口ヒューズガス栓
（型式不明：株式会社
KITZ）

火災

集合住宅で、ガスコンロが点火しなかったことから、
2口ヒューズガス栓の未使用側を開き、再度点火操
作を行ったところ、漏えいしたガスに引火し、ガス栓
ツマミ部を溶かす事故が発生した。原因は、消費者
の点火操作繰り返しで滞留したガスと、開放した未
使用ガス栓から漏れたガスに、再点火操作で引火し
たものと推定されるが、詳細調査中。

G1130523-05 平成25年5月21日

平成25年5月23日

普通乗用自動車

火災

当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火
源も含め、現在、原因を調査中。

G1130523-11 平成25年5月18日

平成25年5月23日

石油給湯機付ふろがま
（RPE40KA：TOTO株式会
火災
社（製造：東陶ユプロ株式
会社（解散）））

当該石油給湯機付ふろがまを使用中、当該製品か
ら出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼
損した。現在、原因を調査中。

福井県

G1130523-12 平成25年5月12日

平成25年5月23日

車両用蓄電器

火災

当該車両用蓄電器を焼損する火災が発生。発火源
も含め、現在、原因を調査中。

兵庫県

G1130523-13 平成25年5月17日

平成25年5月23日

電気こんろ

火災

当該電気こんろを焼損する火災が発生。発火源も
含め、現在、原因を調査中。

広島県

平成25年5月23日

石油給湯機付ふろがま
（JIB-7SAG：株式会社長
府製作所）

火災

当該石油給湯機付ふろがまで給湯後、湯温が低い
ため追い焚きしたところ、停電、当該製品から出火
する火災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原
因を調査中。

G1130523-14 平成25年5月3日

千葉県

平成25年5月24日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

平成25年5月21日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

管理番号

事故発生日

通知受理日

製品名等

被害状況等

事故内容

焼損したゴム管から、ガスが漏えいした状態で消費
者がガスこんろを点火操作したため、火災が発生し
たものと推測されるが、現在詳細を調査中。

事故発生
都道府県

備考

平成25年5月27日
に経済産業省商務
神奈川県
流通保安グループ
にて公表済

D2130524-01 平成25年5月24日

平成25年5月24日

ゴム管（迅速継ぎ手なし）
火災
（製造者、型番：調査中）

F1130524-01 平成25年5月6日

平成25年5月24日

普通乗用自動車

死亡1名
重傷1名

当該普通乗用自動車で走行中、橋の欄干に衝突
し、同乗者1名が死亡、運転者が骨盤骨折等の重
傷。現在、原因を調査中。

山口県

F1130524-02 平成25年5月15日

平成25年5月24日

普通乗用自動車

死亡1名

当該普通乗用自動車で走行中、電柱に衝突し、同
乗者1名が死亡。現在、原因を調査中。

山口県

G1130524-04 平成25年5月16日

平成25年5月24日

照明器具

火災

当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含
め、現在、原因を調査中。

岐阜県

G1130524-06 平成25年5月23日

平成25年5月24日

ガスこんろ

火災

当該ガスこんろを焼損する火災が発生。発火源も含
め、現在、原因を調査中。

島根県

※ 管理番号：経済産業省（D）、国土交通省（E）、警察庁（F）、総務省消防庁（G）から通知のあったもの

別紙
■地方公共団体等からの通知
管理番号

130520-001

事故発生日

平成25年4月9日

通知受理日

平成25年5月20日

製品名等

被害状況等

折りたたみ自転車
（Verge X10：株式会社エ 重傷1名
ヌビーエス)（輸入事業者）

事故内容

当該折りたたみ自転車に乗車中、当該製品の折り
たたみ部分が破断し、転倒、負傷した。現在、原因
を調査中。

事故発生
都道府県

備考

東京都

平成25年5月17日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済
平成25年5月10日
からリコールを実
施（本文３．特記事
項（２）を参照）

